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岡山県中山間・地域振興課資料（2020年）
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全国トップクラス

8.15%

農地 8.94%

森林 68.19%

3% 14,778ha

38%

168,576ha

59%

263,409ha

宅地 5.57%

道路 4.21%

水面・河川・水路 4.42%

原野等 0.53%
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　一年を通して、雨の少ない時でも川から水を

取り、みなさんの水道水とすることができるの

は、森林が雨水をしっかりとたくわえ、少しず

つ流してくれるダムの働きをしているからです。

　県南の5市では、川の上流にある県北の3市

町村の山21カ所（計649ha（岡山ドーム約

680個分））に植林等を行い、下刈りや枝打ち、

間伐などの手入れを行いながら、森林を「緑の

ダム」として守り育てる仕事もしています。

　また、岡山県企業局では、県内13カ所（計535ha）の

山に植林し、森林を守り育てています。
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岡山の木材の良さを感じてほしい
　木材は、家や家具として私たちの生活に「あたたかみ」や

「落ち着き」を与えてくれるだけでなく、木材として使い続け、

木を伐ったところに植えて、育ててまた使うというサイクルを

続けることで、地球温暖化の防止にも役立ちます。木材を

使うことは、みなさんの健康や地球環境を気づかうことにつ

ながります。もっともっと木にふれて、使って遊んで、木の

良さを実感してみてください。

　森林は、地球温暖化の原因の一つである二酸化

炭素を吸収しながら成長します。伐採して木材とし

て使う間も、炭素としてたくわえ続けられ、さらに、

再び苗木を植えて育てることによって、新たに二酸

化炭素を吸収していくので、木材を使うことは地

球温暖化の防止にも役立ちます。

木の玉プール

木製スーパーカー

岡山県木材組合連合会  田中信行さん
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木質チップ

　　　　　　CLTとはCLTを使った施設

Cross Laminated Timberの頭文字をとっ

た呼び方でシーエルティーと読みます。

厚めの木の板を並べたものを直角に重ねて

接着剤で貼り合わせた新しい建築材料です。
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クロス ティンバーラミネーティッド

岡山県林政課調べ（2013年6月）

子どもたちを守る木のぬくもり

店舗（真庭市）

岡山県森林組合連合会（岡山市）

サイクリングセンター（真庭市）

　木材は、衝撃を吸収したり、室内の温度や湿度を適度に保ったり、

ぬくもりを与えるといった、すぐれた性質をたくさん持っているので、子

ども園や保育園では保育室、遊ぎ室、ろう下、遊具などに木材がたくさ

ん使われています。「亻（にんべん）」に木と書いて“休まる”となるように、

昔から人と木はとても相性が良いのでしょう。

大原保育園 （美作市）
おおはら  ほ いくえん　  みまさか  し

もりの香保育園（岡山市）
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上成保育園（倉敷市）
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CLT

森林研究所　林業技術研修棟（勝央町）
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　山に植えられた苗木が、家の柱などに利用できる大きさに育

つまでには、４０年以上の長い時間が必要になります。その長

い間、下刈りや間伐など、木の成長に応じた手入れを行うことで、

健康な森林を育て、良質な木材を生産していくのが、「林業」

という仕事です。それには、手入れの技術だけでなく、将来の

森林の姿を思い描く想像力も必要になります。

　また、健康な森林を育てることは、きれいな水や空気を育ん

だり、自然災害を防いだりと、私たちの暮らしを守ることにもつ

ながっています。

　私たちの身の周りの木製品など

も、誰かが森林を大切に育ててきた

からこそ、今ここにあるものです。

私たち森林組合では、受け継いでき

た地域の大切な森林を、次の世代

にも引き継いでいくため、日々仕事

に取り組んでいます。

作州かがみ森林組合  小椋美博さん
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受け継いできた森林を次世代に引き継いでいくために
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木を同じ長さに切断し、丸太にする

15年1005200095901985

森林の大切さを教える仕事
子どもの頃から祖父に連れられ、山が遊び場でしたが今で

は考えられないことです。気付けば地元の森林組合に勤めるこ

とになり、今では遊びではなく仕事として山に関わっています。

祖父が植えた木を手入れしていくうちに、下刈・間伐等の必要

性を実感し、組合職員としていまだに手入れの出来ていない森

林所有者への働きかけ、関係機関等への連携などにより健全

な森林造りを行っています。これからを支える子ども達に、山

の魅力、木の温もりを感じてもらえるよう、森林を守っていきた

いと思います。
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びほく森林組合　三村彩子さん
み むら あや こ　

1,323

29%27%

17%15%11%10%11%

1,361

946

1,322
1,551

2,030
2,459 60歳以上 50～59歳 40～49歳

39歳以下 全就業者数における
39歳以下の割合

しゅうぎょう

39歳以下の割合は11%（1985年）から29%（2015年）に高くなっ

ており、林業で働く若い人が増えている。
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まほろば森づくりの会

井上瑞穂会長

（後列右端）
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里山資源を有効に活用したい
し げん

当会は、岡山市東区中尾で放置竹林や荒廃した広葉樹林を整備

するとともに、里山を地域の重要な資源として、活用しています。里

山はかつて、生活の中心の場でしたが、化石燃料の台頭や生活様式

の変化により、存在感を失っています。当会は、毎月、里山講座を開

催し、炭焼き、木工、草木染め、きのこ栽培、山菜採取、アカマ

ツ林整備等里山関連の活動を行っていますが、そこでの昼食

は、里山の資源としての価値を意識し、毎回全て電気・ガスを

一切使わず、地元で作った薪や炭を使って調理しています。さらに、季節に応じ七草粥、

門松、餅つき等、古き良き日本の伝統文化を絡ませながら、里山の復権に努めています。

岡山県と矢掛町のシンボルの木として｢アカマツ｣が

指定されています。当社にとっても松から採れる松脂

は無くてはならない主要原料であり、私達の身の回り

で幅広く使われています。昭和30年頃までは、岡山

県内から多くの松脂を購入、昭和45年に倉敷市に水

島工場を開設するなど地元の方々との絆を大切にして

います。

岡山県の「企業との協働の森づくり事業」の趣旨に

賛同し、平成28年に矢掛町と森づくり協定を結びま

した。10年かけてアカマツ1万本の植栽を行い、松林

の再生とともに、二酸化炭素を吸収することで地球温

暖化の防止に貢献できればと

いう思いで、植えた苗が成長し

て松林になっていく過程を楽し

みながら取り組んでいます。

岡山県とのご縁を大切にして
えん

荒川化学工業株式会社

取締役社長 宇根高司さん
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竹林整備

まほろば森づくりの会

井上瑞穂会長

（後列右端）
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県内での森づくり活動を支援しています！
　わたしたちは、健全で緑豊かな岡山の森林を将来にわたり守り育

てるため、森づくり活動に取り組まれる森林ボランティア団体のみ

なさんのお手伝いをしています。

　岡山の森林は人が手を入れなくなり、竹林が拡大したり、里山

が荒れるなど、昔にはなかった状況となっています。

　そうした中で、地域の里山を自分たちの力で守り育てようと、県

内各地で森林ボランティアによる保全活動が活発化しています。

　わたしたちは、その森林ボランティア活動を行う

みなさんへの活動の助言や、相談を受けるほか、安

全技術の取得のための講習会、必要な資機材の貸出

などを行っています。

　また、県内の団体による活動がより活発化するた

め、活動発表会や意見交換会などを開催しています。

　今後も活動団体への支援を継続的に行い、みなさ

んに親しまれ、気軽に相談ができるサポートセンター

を目指していきます。

おかやま森づくりサポートセンター

森づくりについての研修会

チェーンソーの安全講習里山資源の活用を通じた交流会
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